
機密性2

事業所名 所在地

アイオンプランニングセンター　株式会社 中津市　合馬　３２番地２

株式会社　キキメック 中津市　三光下深水土居　８５０－１

社会福祉法人　下毛もみじ会 中津市　耶馬渓町平田　１４７９番地１

株式会社　三信建材社 中津市　東浜　１１０５番地１

株式会社　テトラ 中津市　大新田　３０６－２９

医療法人　向心会　大貞病院 中津市　大字　中原　８番地

Ｄｅｓｉｇｎ　Ｃｉｔｙ　Ｊａｐａｎ　株式会社 中津市　大新田　４４０－６

有限会社　東栄工業所 中津市　大字田尻崎　７－５

有限会社　ギフターインテリア 中津市　加来　２２８３

株式会社　共新電機 中津市　大字田尻崎　８－５

株式会社　ナカノ 中津市　野依　７０２－１

有限会社　ひまわり 中津市　牛神町　１丁目１１番地の１

株式会社　スーパー細川 中津市　大字万田字万田　３９１－１

有限会社　瀬口建築設計事務所 中津市　大字金手　８番地の７

株式会社　松山商会 中津市　古博多町　１５７２

ナカマ建設　合同会社 中津市　山国町中摩　３１４３－３

下郷農業協同組合 中津市　耶馬渓町大字大島　２１５－４

恵正工業　株式会社 中津市　耶馬渓町多志田　１３７３－１０

Ａウェルフェア　株式会社 中津市　中央町　１丁目８番３６号

医療法人　英然会 中津市　中央町　１－８－３６

有限会社　若山電気商会 中津市　大字　福島　２６１５番地２４

医療法人　真浄会寺町クリニック 中津市　寺町　９８８－３

中津商工会議所 中津市　殿町　１３８３－１

株式会社　耶馬渓製作所 中津市　耶馬渓町戸原　１０７３－１

社会福祉法人　中津市社会福祉協議会 中津市　沖代町　１丁目１番１１号

株式会社　中津急行 中津市　田尻崎　７－１

株式会社　梶原組 中津市　大字上宮永　９６６－２

有限会社　東浜陸運 中津市　植野寸合　６０－１

有限会社　エステート三和 中津市　上宮永　１４５－１

株式会社　小倉製作所 中津市　大字　永添　字　安久　２６５１－１

兼松塩商　株式会社 中津市　植野　２４－１

株式会社　小南商店 中津市　中央町　２－７８８－１

彩嘉　株式会社 中津市　沖代町　１丁目３－４５

株式会社　ナガノ 中津市　中央町　１－４－３６

耶馬渓交通　有限会社 中津市　耶馬渓町平田　９４８－２

有限会社　おおいた黒豚牧場 中津市　耶馬渓町金吉　５１９６番地の３１

有限会社　臼杵薬局 中津市　萓津町　２０１８－１

株式会社　ハートウィル 中津市　上池永　２０－５

Ｊ PRESS　株式会社 中津市　角木　１１２－１

オガウチ濱田税理士法人　中津事務所 中津市　殿町　１４３８番３

社会福祉法人　瑞信山福祉会　柿坂保育園 中津市　耶馬渓町柿坂　５７０

二豊土建　株式会社 中津市　中殿　３－２４－１

マルナカ物流　株式会社 中津市　大字　福島　４５０番地９

株式会社　クレバー 中津市　大字　下宮永　７４６番地３

慶応アカデミー　株式会社 中津市　金手　４７－１

松本技術コンサルタント　株式会社 中津市　上池永　１２８５－１０

医療法人　まつざきクリニック 中津市　三光臼木　１２１８

光石油　株式会社 中津市　大字蛎瀬字江添　８３４－１

株式会社　白石総合コンサルタント 中津市　中央町　１－２－３５

株式会社　プラザマネジメント 中津市　東本町　１－２

株式会社　有川総合企画 中津市　山国町中摩　３４６９番地４

株式会社　ＴＦ―ＭＥＴＡＬ　九州 中津市　大新田９番通り　３９６－１
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有限会社　桑野建設 中津市　山国町吉野　８６３

中津シティタクシー　株式会社 中津市　下池永　６０－１

社会福祉法人みどり会通所授産施設フロンティアなかつ 中津市　高瀬　１１４７－１

株式会社　カートピアキクチ 中津市　大字一ツ松　３８２－１

株式会社　髙倉興業 中津市　山国町平小野　９１番地１

株式会社　豊国畜産 中津市　豊後町　８５３

雅裕建設　有限会社 中津市　３９３番地１

有限会社　アイエスグループ 中津市　大字　万田　６０７－１

株式会社　くらや 中津市　大字　蛎瀬　６５５－２

株式会社　大分メタルズ 中津市　田尻崎　９－２

有限会社　末永ガラス 中津市　豊田町　２丁目５３７－１

トランスポート・エス　株式会社 中津市　犬丸　２１５７番地１

株式会社　エスティーエスユナイテッド 中津市　牛神　１９番地の１

伸和建設　株式会社 中津市　万田　６４８番地１

社会福祉法人　泰然会 中津市　本耶馬渓町跡田　４３０番地１

株式会社　トップガン 中津市　中央町　１丁目９０８番地の１

医療法人　三光会 中津市　中央町　１丁目３－５４

有限会社　日高商会 中津市　一ツ松　２１５

株式会社　Βｒａｎｃｈ 中津市　大字　下池永　１８４番地２

株式会社　栄都 中津市　中殿町　３丁目２６番地の３

有限会社　ＡｔｏＺプランニング 中津市　加来　２２８３－１５４

合同会社　ソーシャルサポート月光 中津市　中央町　２丁目４０１番６

税理士法人　中津中央会計事務所 中津市　宮夫　１９５－３

社会医療法人　玄真堂 中津市　宮夫　１４－１

社会福祉法人　浅沼福祉会　若草こども園 中津市　殿町　１丁目　１４３６

有限会社　権田経営事務所 中津市　殿町　１３９９番地の１

地方卸売市場中津中央青果　株式会社 中津市　古金谷　２５９１－１

中津市　伊藤田　１０６４－１

ファイナルリティリング　株式会社 中津市　新博多町　１７３１番３号

株式会社　後藤商事 中津市　大字　万田　６０７－１８

社会福祉法人　浅沼福祉会　中殿こども園 中津市　中殿町　３丁目１７－１

株式会社　エッジライフ 中津市　加来　１６６１－１

医療法人社団　内尾整形外科医院 中津市　大字上宮永　３３１－２

有限会社　山本自動車 中津市　大字東浜　９５３－１

社会福祉法人　慈光会 中津市　湯屋　３８２－１

有限会社　中津自動車学校 中津市　大字　大新田　３６８－２

株式会社　もり山 中津市　万田　５６６番地５

医療法人　宮田内科医院 中津市　大字　牛神　４３２番地

井上機工　株式会社 中津市　上宮永　３９７－１

株式会社　桜瀬運輸 中津市　大字福島１１４８番地の１

株式会社　Ｔ＆Ｅ 中津市　永添　２６３６番地１１４

株式会社　光成経済 中津市　三光田口　２０４番地

有限会社　野村 中津市　山国町中摩　３５９６番地の１

有限会社　中津川田塗装 中津市　沖代町　２－６－３４

トップフィールド　株式会社 中津市　１１２８－１

有限会社　島崎設備工業 中津市　是則　３０１－１

中津市　寺町　９６３―２

中津運送　有限会社 中津市　大字伊藤田　３６３０―１

株式会社　本村商店 中津市　大字犬丸字野田　２１８７―３

柏工業　株式会社 中津市　植野　８１９番地５

株式会社　県北左官 中津市　豊田町　８番地８

愛宕自動車工業　株式会社 中津市　大字犬丸　２４７３

社会福祉法人東山福祉会　豊田保育園 中津市　島田　４５７―１

株式会社　Ｍｅフードシステム 中津市　大字　島田　字　今井河原　１８２番地７
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有限会社　中津漬物 中津市　犬丸　２３９９－２

株式会社　山国商会 中津市　沖代町　１―３―１

有限会社　サクセスクリーンサービス 中津市　高瀬 1622-1

株式会社　明光コンサルタント 中津市　大字　大悟法　４２６番地

有限会社　若草工務店

株式会社　宝成クリーン 中津市　中央町　１－５－３７

株式会社　ＩＷＡＴＡ　АＵＴＯ 中津市　大字　東浜　１１２６番地１

Ｆｉｎｅ　株式会社 中津市　万田　３７８－６

有限会社　卯昇 中津市　大字牛神１１０番地の４

有限会社　熊谷組 中津市　山国町小屋川　８５２

中津市　上池永　２３７番地２

株式会社　Ｌ・Ａテクノ 中津市　高瀬　１１４０番地の３

株式会社　丸三燃料 中津市　大字下池永　８４０―２

株式会社　オフィスワタナベ 中津市　永添　小森 2110-1

有限会社　共立ケア・サポート 中津市　牛神　４０７番地の１

株式会社　魔法の樹 中津市　大字　大貞 354-4

特別養護老人ホーム　いずみの園 中津市　大字　永添　２７４４番地

有限会社　跡田建設 中津市　本耶馬渓町跡田 90-3

株式会社　久保組 中津市　本耶馬渓町跡田461番地の1

株式会社　マルトモ物産 中津市　一ツ松２６２番地

日進コンサルタント　株式会社 中津市　大字万田　６０２―２

有限会社　扇運輸 中津市　鍋島　８３０番地の１

九州道路施設　株式会社 中津市　大字　永添　２７５１―８１

社会福祉法人　如水福祉会　如水こども園 中津市　是則　１２４６―２

株式会社　カノークス鋼管九州 中津市　大字　福島　９１５番地

中津倉庫　株式会社 中津市　大字　東浜　１１２８―２

有限会社　豊福商店 中津市　蠣瀬 815-7

有限会社　寿浄化槽センター 中津市　大字　永添　１１５０―１

有限会社　中津清潔社 中津市　大字永添　１１５０―１

有限会社　太平商会 中津市　中央町　１―４―２

株式会社　さいえん 中津市　大字一ﾂ松２５６

株式会社　道の駅なかつ 中津市　加来　８１４番地

有限会社　田中住宅 中津市　大字　大新田　字　大道より北　６２３―２

株式会社　ＤＥＮＳＨＩＮ 中津市　三光臼木　７９１番地１

株式会社　綜合リース中津 中津市　大新田 12-500

株式会社　日大 中津市　福島　１６４２－１

株式会社　中尾工務店 中津市　大字　蛎瀬　８１７番地１

株式会社　グラン・ジュテ 中津市　１９３８番地の１

株式会社　安田エンジニアリング 中津市　三光森山　５２５―１

株式会社　橋口電工 中津市　犬丸　２２８７番地の８

株式会社　ファーストハウジング 中津市　豊田町　６－２０　ＡＸＩＳ　ＯＮＥ　１Ｆ－Ｃ

医療法人　井上小児科医院 中津市　上宮永　友ノ町　１３―４


